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コワーキングスペース水戸 ワグテイル

Wagtail HP

水戸市南町3-3-35  http://wagtailmito.jp/
TEL 029-297-2770  FAX 029-297-2771
営業時間 9:00~20:00

運営：（一財）水戸市商業・駐車場公社　http://www.ravi.310.ne.jp/

ー卯月ー

市制施行130周年記念 青少年育成大相撲水戸場所 (8:00開場) 《東町運動公園体育館》 ※要入場料
昭和の日

水戸ホーリーホック×アルビレックス新潟 (14:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット
詩朗読とスピーチの会 (14:00～16:00) 《県立図書館》 

講演会「志村ふくみ-色と言葉の融合」 (13:30～15:00) 《近代美術館》 ※要申込み
親子でエンジョイ！県立図書館「パネルシアター」 (15:00～15:30) 《県立図書館》

図書館俳句会[中級コース] (10:00～16:00) 《県立図書館》
アースデイ イン みと (10:00～15:00) 《芸術館広場》

ちょっと昔のくらし (～6/9まで、9:30～17:00、月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
「十二番目の天使」 (13:00～/18:00～、14日は14:00～) 《芸術館》 ※要チケット

就職応援セミナー (10日も、13:30～15:30) 《県立図書館》

パイプオルガン・プロムナード・コンサート (27日も、12:00～12:30/13:30～14:00、21日は11:00～11:30、12:30～13:30) 《芸術館》
水戸ホーリーホック×徳島ヴォルティス (14:00キックオフ) 《K'sスタ》 ※要チケット

志村ふくみ展オープニングセレモニー (9:10～9:30) 《近代美術館》 ※要申込み
志村ふくみ展-滋賀県立近代美術館コレクションを中心に- (～6/2まで、9:30～17:00、月曜休館) 《近代美術館》 ※要入館料
飛田穂洲旗中学校野球大会 (7・13日も、8:30～) 《市民球場》 
講演会「志村ふくみの仕事～祖母から母へ、そして私～」 (13:30～15:00) 《近代美術館》 ※要申込み
アーティスト・トーク 呉夏枝・末永史尚・潘逸舟 (14:30～16:00) 《芸術館》
おはなし会 (15:00～16:00) 《県立図書館》
茨城ロボッツ×群馬クレインサンダーズ (18:00～、7日は17:00～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※要チケット

[展示]石崎病院デイケアアートギャラリー2019 (～10日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》

【企画展】創作と対話のプログラム アートセンターをひらく第1期 (～5/6まで、10:00～18:00、月曜休館、29日は開館) 《芸術館》 ※一部有料

パブリック・プログラム ワークショップ (10:00～18:00) 《芸術館》

[洋画]柳橋純展 (～6/2まで、10:00～17:45、月曜休館) 《常陽藝文センター》

ライト・イット・アップ・ブルーみとアートタワー (18:00～22:00) 《芸術館広場》

「本気で結婚したい方に」無料婚活相談室 (18:00～19:30) 《県立図書館》 ※要申込み

テーマ展Ⅰ茨城県立歴史館名品展「花ざかり-描かれた春夏秋冬-」 (～6/9まで、9:30～17:00、月曜休館) 《歴史館》 ※要入館料
障害者就労施設手作り製品共同販売会 (10:00～15:00) 《京成百貨店》
ライブラリー講演会「横山大観の父と祖父-地図製作者の系譜-」 (14:00～16:00) 《県立図書館》
三の丸寄席「藤棚寄席」 (14:30開場、15:00～16:00) 《県立図書館》
茨城ロボッツ×福島ファイヤーボンズ (17:00～、21日は14:00～) 《アダストリアみとアリーナ》 ※要チケット
伝統芸能のススメ[狂言] 野村万作抄 (18:30開演) 《芸術館》 ※要チケット

近代女流文学研究会読書会 (13:00～16:00) 《県立図書館》 
健康チェックの日 (14:00～16:00) 《食と農のギャラリー葵》

IT活用経営セミナー (14:00～16:00) 《水戸商工会議所》 ※要申込み、要参加費

ライブラリーシアター「スペース カウボーイ」 (13:00～15:10) 《県立図書館》 

例大祭 (8:30～) 《水戸八幡宮》

好文亭月釜 (10:00～15:00) 《偕楽園好文亭》 ※要呈茶料、好文亭入館料別
経営・創業無料相談会 (10:00～16:20) 《県立図書館》 ※要申込み

[展示]三の丸写真クラブ作品展「三の丸の春」 (～17日まで、平日9:00～20:00、土日祝9:00～17:00、月曜休館) 《県立図書館》
「常陸国風土記」から見た古代の茨城 (～6/21までの金曜、9:30～11:30、9:00～受付開始) 《生涯学習センター》 ※要受講料
くらしのお困りごと無料相談会 (16:00～19:00、20日は13:00～16:00) 《県立図書館》

図書館俳句会[初級コース] (13:00～16:00) 《県立図書館》

国民の休日

場所／千波公園
　　　ふれあい広場
           

  1 （月）～5/10 （金） 8:30～18:00

市民植木まつり市民植木まつり

庭木や花木、盆栽の販売を行うほか園芸についての相談に応じます！

問合せ　水戸市公園緑地課　029-232-9214

●4/14（日） 10:00～こけ玉作り教室
●4/29（月） １０:００～青空親子こけ玉教室

要申込み・要参加費

【先着5名】※お申込み優先

☆詳細については、ワグテイルのHPをご覧ください。

18:00～19:30
10:00～11:3027

10 （水）
（土）

コワーキングスペース水戸ワグテイル「４月のお知らせ」

　

見学＆無料体験会

みと創業支援塾チャレンジショップvol.2
withワグテイル健やか部

※申込締切日…各開催日の3日前

【各回 定員１名】
10:00～/13:00～ 受講料

￥1,000

  ７ （日）
25（木）

３Ｄプリンター操作講習会
13:00～

　　　　
20（土） 13:30～17:00

14:00～17:0013 （土）
　

第９回頭脳交流会inワグテイル 参加費
無料

発表者の課題をもとに、参加者がアイデアを出し合うブラッシュアップや問題解決を図る
勉強会です。【ファシリテーター／一般社団法人 起業支援ネットワークＮＩＣｅ  増田紀彦氏】

【定員25名、定員になり次第締切】

前回好評いただいたチャレンジショップがパワーアップ！
みと創業支援塾卒塾生やワグテイル利用者の方ならどなたでも参加できます。

問合せ  水戸市観光課 (TEL 029-232-9189)

●4/1（月）～ 4/1５（月）  18:00～22:00

観光漫遊バス～桜の名所編～

水戸の桜まつり

・千波湖畔の桜ライトアップ
・ボンボリ装飾
・お堀の桜ライトアップ
・〈協賛行事〉水道低区配水塔ライトアップ

水戸駅南口→六地蔵寺→県民文化センター→護国神社前→保和苑
→青柳公園市民体育館 (リリーアリーナMITO)→水戸税務署→水戸駅南口

《千波湖南側湖畔》
《桜山・桜川（駅南小橋～美都里橋間）》

※21:00まで

※開花状況により変更あり

《県三の丸庁舎》

《水道低区配水塔》

4/1（月）～4/15（月）

スプリングフェスティバルスプリングフェスティバルスプリングフェスティバルスプリングフェスティバル in水戸 2019in水戸 2019in水戸 2019in水戸 2019

コース

［偕楽園、千波公園、桜山、桜川、六地蔵寺、県三の丸庁舎 他］

野点茶会［江戸千家］

《偕楽園 》

呈茶料
￥300

●4/7（日） 10:00～15:00●4/7（日） 10:00～15:00

夜桜コンサート
《県立図書館前通路》

●4/5（金）・4/6（土） 18:00～●4/5（金）・4/6（土） 18:00～

問合せ  水戸市観光課 029-232-9189

●4/6（土）・4/7（日）  9:00～18:00

スタンプラリー 4/1（月）～5/11（土）

スタンプ設置場所／植物公園・森林公園・大串貝塚ふれあい公園・偕楽園
　　　　　　　　　弘道館・千波公園デゴイチ展示場（5/5･6 のみ）

スタンプを２か所以上集めると、プレゼントが貰えるよ♪
６か所すべて集めると、さらに豪華なプレゼントが！

4/20(土)～5/12(日)
会場／偕楽園、千波公園、他

「歴史アドバイザー水戸」による観光案内・野点茶会
水戸黄門漫遊一座との記念写真撮影・観光漫遊バスなど　

水戸のつつじまつり水戸のつつじまつり

問合せ  水戸観光コンベンション協会  029-224-0441

第35回

27
あおぞらクラフトいち

Spring
in 水戸

(土) · 28(日) 場所／水戸芸術館広場時間／10:00～17:00

作家によるクラフト展示即売会

作り手とユーザーを直接つなぐ新しいコミュニティを目指して。
ゆったり流れる時間の中で、クラフトやデザイン、
音楽と戯れる時間をお過ごしください。

※雨天決行

問合せ　あおぞらクラフトいち実行委員会 ０２９－２５５－６０２６

★100を越える作家による展示販売ブース　
★あおぞら食堂　★ワークショップ　
★DJによるパフォーマンス　★アコースティックライブ　他


